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発行・編集

大阪市建設局公園緑化部
T E L ：06-6469-3853
FAX：06-6469-3895

〒553-0005

大阪市福島区野田1-1-86
中央卸売市場本場業務管理棟6F
ホームページでもご覧いただけます。
http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/
page/0000009961.html

今月の紙面から
1面
2面
3面
4面

花やみどりで華やかに
花・みどり・公園レポート
公園愛護会活動紹介
花と緑の相談・講習会等のお知らせ
↓実習施設はコチラ

大阪市建設局では、マンションや集合住宅等のオープンスペース
に花壇を作成し、新たなコミュニティづくりにつなげようと考えて
いる地域のグループや団体(5～15人程度)を対象に、「地域の花壇
づくり支援」を実施しています。
長 居 公 園

「地域の花壇づくり

が造成することで、明る

を講 習会形式で 体験 す

支援」は、人々に元気と

く美 しい活気あ るま ち

ることができ、地域での

癒し をもたらし てく れ

づく りに寄与で きる 取

活動 に必要な知 識や 維

る花 壇を地域の 皆さ ん

組みとして、平成 26 年

持管 理の方法な どを 習

んが造成することで、明

から実施しています。

デザイン花壇『安らぎの散歩道』
デザイン花壇『安らぎの散歩道』

得していただけます。

るく 美しい活気 ある ま

長居公園内にある「長

り」やデザインの検討を

四 季 折々の花 と み ど

ちづ くりに寄与 でき る

居人 材育成実習 施設 」

はじめ、花壇の造成から

りで、皆さんの地域に華

取組みとして、平成 26

で、すべての花壇づくり

花苗 の植え付け にい た

やか な交流の場 をつ く

花壇造成実習
年から実施しています。

の基 本となる「 土づ く

るまでの、すべての工程

ってみませんか。

長居公園内にある「長

り」や、デザインの検討

を講 習会形式で 体験 す

居人 材育成実習 施設 」

をはじめ、花壇の造成か

ることができ、地域での

で、すべての花壇づくり ら花 苗の植え付 けに い 活動 に必要な知 識や 維
■講習日時
平日の9時から16時30分の間で、概ね2時間程度
の基
本となる「
土づ く たるまでの、すべての工 持管 理の方法な どを 習
■講習場所 長居公園内、人材育成実習施設(上記地図の
マークが実習施設の場所)
り」や、デザインの検討 程を 講習会形式 で体 験 得していただけます。
※出前講習も要望に応じて行いますが、その場合は会議室の用意等のご協力をお願いします。
をはじめ、花壇の造成か することができ、地域で
■講習内容 レンガや擬木などの花壇造成資材や、季節の花を使ったデザイン花壇の実技講習
ら花
苗の植え付
けに い
の活
動に必要な 知識、JR阪和線「鶴ヶ丘駅」
や
■最寄り駅
Osaka
Metro
御堂筋線「長居駅」
「長居駅」
たるまでの、すべての工
■応募資格 大阪市内の公共的なオープンスペースへ花壇作成を予定されているグループ、団体(5～15人
維持 管理の方法 など を
程度)で、大阪市内に在住・在勤・在学の方に限ります。
程を 講習会形式
で体 験 習得していただけます。
■受 講 料 無料
することができ、地域で
■申込方法 まず、下記の連絡先まで講習会参加の希望を申し出てください。
の活 動に必要な 知識 や
日程等を相談後、申請書を提出していただきます。
維持
管理の方法
など を
■問合せ先 〒553-0005
大阪市福島区野田1丁目1番86号 大阪市中央卸売市場本場業務管理棟6階
習得していただけます。
大阪市建設局公園緑化部調整課 (地域の花壇作り 担当：藪・高木)
TEL：06-6469-3854
FAX：06-6469-3895
※電話受付 月曜日から金曜日の9時00分から17時30分まで(土曜日、日曜日、祝日は除く)
※ホームページでもご覧いただけます。【大阪市 地域花壇づくり→検索】
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花・みどり・公園レポート
ばい)、遅咲きの豊後(ぶ
んご)など、100品種・
約1,200本の梅の木が、
毎年1月下旬から3月下
旬にかけて花を咲かせ、
多く の 来園者を 楽し ま
晩冬には寒さが緩む

さきがけて、いちはや

日があり、春の訪れを

く春の到来を感じさせ

感じることが多くなり

るのが梅の花」です。

ます。

せてくれています。

一口に梅と言っても
大阪城と梅咲き

春の花といえば桜を

品種が多くあり、中国

思い浮かべる方も多い

からの渡来種のほか、

たくさんの品種育成や

と思いますが「百花に

日本では江戸時代に、

改良が行われ、現在で

さ

たく

は300種以上あると言
われています。

春を告げる野鳥

可憐で色鮮やかな花

梅
の名所とし て知 ら
大阪城公園梅林では

や、芳しい香りを楽しみ

れる
大阪城公園 の梅 林
そのうち100品種、約

に、大阪城公園梅林に出

では、
早咲きの寒江(かん
1200本の梅の木が植

かけ てみてはい かが で

こう)や、冬至梅(とうじ
えられ、早咲きの寒江

しょうか？

口
ボランティアの方々が
植え付けと、その後の
お世話をすることで実
現しました。グリーン
コーディネーター(GC)
西成区では、大阪マ

うと西成区の緑化ボラ

の菊澤さんは「みんな

ラソンのコース沿道に

ンティア「にしなりジ

で」

4,000 株のマリーゴー

ャガピー花の会」のメ

ーに見てもらい、疲れ

ルドを植え付けてラン

ンバーが、8月から計画

を癒して頑張ってゴー

ナーを応援しました。

し花苗を育て、岸里、

ルに向かって走ってほ

この取組みは、ラン

千本、柳、梅南の4地域

しい」と話されていま

ナーを華やかに迎えよ

の緑化活動をしている

うと

ボラん

花植えをする緑化ボランティア

で育てた草花をランナ

マリーゴールドの種まき

した。

旭区老人クラブ連合会・緑化推進部では、旭区内の

保育所や幼稚園で「花とみどりの世代間交流」を積極
的に進めています。この春から、大宮まぶね保育園で
「リサイクルの輪」
（サツマイモの育成）が取組まれ、
１０月３０日には園児と共に収穫作業を行いました。
年の差が半世紀以上でも、真剣なまなざしは同じ。
大きなサツマイモを収穫し、世代間交流と親睦を深め
ました。収穫したサツマイモは11月8日に園児たち
が天王寺動物園へ届けました。

▲大豊作のサツマイモ

▲世代間を超えて共同で収穫作業！！

＊１１月８日、天王寺

＊１１月８日、天王寺動物園へ収穫し

動物園へ収穫したサツ

たサツマイモを届けました♪
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「公園愛護会活動紹介」

№90

苅田10公園 愛護会再結成

そんな熱い思いを受

り、道路で遊ぶ子どもた

けて、活動を支えてくれ

ちも 少なくなっ てき た

てい る 愛護会の 皆さ ん

そうです。

も「会長の人情味あふれ

中川会長は「週末の清
掃活動の横で、砂場やブ

住吉区の苅田10公園

地域 で安全 に遊 べる 場

る性格と、地域への思い

の愛護会が、昨年5月に

所の 提供が 必要 と考 え

やりに共感しています」 ラン コ で遊ぶ親 子の 笑

再結成されました。

ました」と説明してくれ

「今 後も老体 に ムチ 打

顔が励みになっている」

ました。

って一緒に頑張ります」

と思 いを伝えて くれ ま

と語ってくれました。

落葉は降るよ！なくなるまでは
した。

そ の理由につ いて 中
川愛護会長は「高齢化や
後継 者 の不在か ら活 動

猛暑の中でも、公園事

砂
笑場
顔や
でブ
支ラ
えン
合コ
うで
苅遊
田

を休止していましたが、

務所 から の刈払 機の 貸

ぶ親子の笑顔を励みに、
10公園に皆さんも訪れ

道路 で 遊んでい る子 ど

出も利用しながら、力を

持ち
てみてください。
前のチーム ワー ク

合わ せて除草作 業や 清

で、地域の安全と美化に

掃、見回り活動などを行

取組む苅田10公園愛護

って きた 苦労の 甲斐 も

会の皆さんの、ますます

あって、公園は美しくな

の活躍が楽しみです。

もたちの姿を見かけて、

力合わせて頑張ります

長澤会長

西 成 区 の梅 南 ２公 園

地域の皆さんと合同で

は、子どもからお年寄り

一斉清掃も実施 してい

まで、地域住民のコミュ

るので、とてもきれいに

ニケーションの場とし

保たれています。

り

東淀川区の豊里中央、豊里さつき公園では、本年６月
しんかわ

に就任された新川 愛護会長が中心となり、毎日の清掃活

て幅広く利用されてい

動と、第3日曜日には愛護会員約10人で、遊具周りを手

る公園です。また、災害

作業での除草や、子ども

時の一時避難場所にも

たちが安全に遊べるよ

なっていることから、愛

うに砂場の点検なども
行っています。さらに刈
払機の安全講習会を受

愛護会と町会のみなさん

長澤愛護会長は「今後
も、地域住民の憩いの場
である公園が、災害時の
清掃活動の様子

拠点として活かせるよ

講されるなど新たに機
新川会長（前列左から２人目）と
愛護会の皆さん

力を注がれています。

また、始末されない犬の糞に悩まされながらも、地域

護会では災害時に役立

うに取組んでいきます」

つように、簡易な剪定や

また「この活動を次の世

新川会長は「毎日の見回り

刈り込み、清掃、園路の

代に繋げていくため、も

活動で、大阪で一番きれいな

整地、子どもの見守り活

っとアピール していき

公園をめざして地域の方々と

動も行われています。

たいです」と話されてい

力を合わせて頑張っていきた

ました。

い」と力強く語られました。

また、毎週日曜日には

械による除草活動にも

の皆さんと巡回や啓発活動を継続的に続けています。

美化活動の様子
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落葉樹
とは
日本では、秋から冬にかけて紅葉し葉を落とす「落葉樹」と、一年中葉を茂らす「常緑樹」があります。
落葉樹の葉が落ちるのは、寒い日を過ごすためです。秋から冬にかけては日光のあたる時間が短くなり、地
中の水分を十分に吸い上げられなくなります。葉をつけていれば体内の水分が少なくなり枯死します。これ
を防ぐために自ら落葉しじっと冬を過ごします。反対に常緑樹の葉は冬の寒さに耐え、寿命も一年を超えて
緑葉をつけて越冬する樹木です。ただし同じ葉がずっとついているわけではなく、前の葉があるうちに次の
てん よう

葉が展葉(※葉がひろがること)するために常に葉があるように見えます。
代表的な落葉樹と、常緑樹は以下のものがあります。

イチョウ

せ詳月
くし１
だく回
さは、
い下区
。記役
の所
各ロ
公ビ
園ー
事、
務会
所議
ま室
で等
おで
問開
合催
わ。

時間:14:00～

落葉樹

常緑樹

・イチョウ ・サクラ ・コブシ

・クスノキ ・スギ ・オリーブ

・ケヤキ

・トウカエデ

・キンモクセイ

・クヌギ

・ナンキンハゼ

行政区
北
区
都 島 区
福 島 区
此 花 区
中 央 区
西
区
港
区
大 正 区
天王寺区
浪 速 区
西淀川区
淀 川 区

1月
－
15日(水)
9日 (木 )
21日(火)
－
22日(水)
8日 (水 )
－
－
－
－
－

2月
４日(火)
19日(水)
13日(木)
18日(火)
14日(金)
26日(水)
12日(水)
19日(水)
－
13日(木)
20日(木)
12日(水)

11/8 城東区での花と緑
の相談。グリーンコー

ディネーターの岩永さ
んにご協力いただきま
した。

(住之江区は、13:30
～)

公園事務所名

・ヤマモモ

クスノキ

３月
3日(火)
18日(水)
12日(木)
17日(火)
13日(金)
25日(水)
11日(水)
18日(水)
19日(木)
12日(木)
19日(木)
11日(水)

行政区
東淀川区
東 成 区
旭
区
城 東 区
鶴 見 区
阿倍野区
住之江区
住 吉 区
東住吉区
平 野 区
西 成 区

・ツバキ

ｋうれすと

1月
21日(火)
－
21日(火)
10日(金)
8日(水)
－
21日(火)
－
－
－
－

2月
18日(火)
－
18日(火)
14日(金)
12日(水)
7日(金)
18日(火)
4日(火)
19日(水)
21日(金)
14日(金)

３月
17日(火)
11日(水)
17日(火)
13日(金)
11日(水)
6日(金)
17日(火)
3日(火)
18日(水)
13日(金)
13日(金)

11/8 中央区での花と緑の

相談。左からグリーンコ
ーディネーターの岡本さ
ん、緑化リーダーの塩路
さん、グリーンコーディ
ネーターの松尾さんにご
協力いただきました。

※ 生野区での花と緑の相談は開催しません。
※ 天王寺区では、区民センター1階で開催します。
※ 区役所ごとで、終了時間が異なります。
下記の各公園事務所までお問合わせください。

電話番号（06）

FAX番号（06）

担当行政区等

鶴見緑地公園事務所

6912－0650

6913－6804

都島区、旭区、城東区、鶴見区(花博記念公園鶴見緑地を除く)

真田山公園事務所

6761－1770

6761－1645

天王寺区(天王寺公園を除く)、東成区、生野区

大阪城公園事務所

6941－1144

6943－6877

中央区(大阪城公園を除く)、西区、浪速区

八幡屋公園事務所

6571－0552

6572―1663

港区(八幡屋公園を除く)、大正区、西成区

長居公園事務所

6691－7200

6691－6976

阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区(長居公園を除く)、
平野区

扇町公園事務所

6312－8121

6312－3403

北区、福島区、此花区

十三公園事務所

6309－0008

6885－1591

西淀川区、淀川区、東淀川区

天王寺動物公園事務所

6771－8404

6772－4633

天王寺公園、天王寺動物園

臨港方面管理事務所

6613―7716

6613―7718

此花区・港区・大正区・住之江区の臨港緑地

鶴見緑地パークセンター

6911－8787

6911－8714

花博記念公園鶴見緑地

大阪城パークセンター

6755－4146

6755－4149

大阪城公園

八幡屋スポーツパークセンター

6576－3460

6576－0080

八幡屋公園

長居パークセンター

6694－9007

6696－7405

長居公園
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